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第８８１回例会
司会 ： 石井邦夫君　指揮：望月保延君 
国歌斉唱「君が代」　ロータリーソング「それでこそロータリー」
四つのテスト唱和

　国際ロータリーの最初の標語である「最もよく奉仕する

者、最も多く報いられる」この文章は、シカゴのロータリア

ン、アート・シェルドンによって、１９１０年の演説に、

「その仲間に最もよく奉仕する者が最も多く報いられる」

という文言を入れたのです。また、米国ミネソタ州のミネ

アポリス・ロータリー・クラブ会長であったベン・コリンズ

は、ロータリー・クラブを組織するのにふさわしい方法は、

「無私の奉仕」という原則であると述べました。

　次に１９５０年のデトロイト国際大会で、「最もよく奉

仕する者、最も多く報いられる」と「超我の奉仕」の二つが、

公式標語として正式に承認されました。

　１９８９年の規定審議会は、利己的でないボランティア

奉仕の哲学を最も良く言い表している「超我の奉仕」を、ロ

ータリーの第一標語として定めました。

　　　　　　　　　　　　　　「ロータリーのいろは」　より
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出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

29/35 82.86％ 30/35 85.71％

31/35 88.57％ 会員総数 36名

あなたが見えなくて残念でした。

出 席 報 告

欠 席 者

■ロータリーの標語

■米山梅吉氏のこと

　米山梅吉氏は、個人的に何人もの苦学生の面倒をみられ

ておりました。

　ある日、歌の師である佐々木信綱氏から｢実は高校を出た

が学費が続かぬために、大学に進めない学生がいるのです

が、面倒をみて頂けないでしょうか｣と話をもちかけられて、

快く３年間の援助を引き受けられた。

　そして、「決して先方には、米山という名前は告げて下さ

るな。ただ遠くから見守っている者がると激励して渡して

やってください。」と言って渡されました。

　米山氏が渡米する事になったときには、留守中の数ヵ月

分を置くために佐々木氏を訪ね、また帰国後には、再度同

氏を訪ねて「今度は残り１年数ヶ月分を託しておこう。そ

れというのも、実は今度の帰路の航海は大暴風雨で、一時

船の沈没の心配さえあって、そのときふと浮かび出したい

ろいろな考えの中に、未だ見ぬ援助の大学生のことを思い

出したからだ。

　ここに残金を持参したのでよろしく」と言って帰られた

と言う事です。

　米山氏は、こうした隠れたところでも徳を示してくれた

人物であります。　　　　

１　１１月４日日曜日は地区大会ですので出席義務者の方々

よろしくお願い致します。

　　　午前　８時４５分　ミロク駐車場発

　　　　　　９時００分　三島駅南口楽寿園前発

２　例会終了後理事・役員会を１階レストランにて行ない

ますので宜しくお願い致します。

３　街中がせせらぎ市民会議開催のご案内が来ております。

　　日時　平成１９年１１月１５日(木)　１９：００～
　　場所　三島市商工会議所　４階　会議室B
    議題　イ　三島の景観について
　　　　　ロ　その他

入会記念日 １１月４日 山上光喜君



　１１月に２６２０地区内で、以下の放送が行われます。

「ロータリークラブをご存知ですか？

　ロータリークラブはあなたの街で、地域で、さまざまな奉

仕活動をしている世界で最大規模の奉仕団体です。

ロータリークラブの会員は、世界の親善と平和を築くため

に国際奉仕活動をしています。

　会員それぞれの職業を通じて職業倫理を高める職業奉仕

活動をしています。

　地域社会のニーズにあった社会奉仕活動をしています。

　青少年に対していろいろなプログラムを組んで活動をし

ています。

　静岡県と山梨県は一つの地区グループとなって、８２ロ

ータリークラブ３，５００名の会員が奉仕活動に取り組ん

でいます。

　静岡県と山梨県の誇りである富士山の環境を守るため、

環境美化に取り組み、富士山を世界遺産に、のキャンペーン

を応援しています。

　世界２００カ国、１２０万人の会員は、水の保全、飢餓救済、

識字率向上を重点目標として活動を行っています。

　　　　

委員会報告

スマイルボックス

日　時   平成１９年１１月２日（金）　１９時３０分より
場　所   三島グランドホテル　喫茶室
出席者   古屋　西原　中村　澤田　兼子　保坂　野中
    　　 片野　大房　山梨　山本　山口　望月  田中
         矢岸　鈴木
         オブザーバー　
欠席者   渡辺　
記録者   鈴木政則
司会者   西原
会　長   古屋会長挨拶

■ 審議事項

１． 地域開発奉仕プロジェクト　澤田君より説明

　   １１月７日　鎌倉古道散策いや下見ですが、メイク

     アップにする。　　　　　　　　　　　　　・・・承認

２． 地区大会への参加お願いします

３． タイ自転車贈呈のお土産の件

　　 お土産として　富士山のＣＤを持って行く

　　 山本章君にＤＶＤよりＣＤに変換するのに

     ５，０００円かかる。　　　　　　　　　　 ・・・承認

４． 会員候補者通知の承認について

　　 大川照与　　４９歳

　　 八木和男　　４４歳

　　 川村寿子　　５６歳   

　　 鍵和田美香

　　 芹澤弥生                                ・・・承認

５．クラブ細則委員会　　中村君より説明

　　１）入会前の会員候補者の個人情報の遺漏について

       推奨ロータリークラブ細則　（ＣＬＰに基づく）

       第１３条会員選挙の方法第１節３行目

       「この推奨は、本条に別な定めのある場合を除き漏

　 らしてはならない。」を削除することを提案します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・承認

　　２）入会手続きの簡素化について

       現行のクラブ内規に追加

       第１１条　推薦者はクラブ幹事と会員組織委員

       と連携のうえ簡素化を図り、早期に入会手続きを

       すること。　　　　　　　　　　　      ・・・承認

５． 出席委員会

　　 松下君が連続欠席しているが

　　 中村君が松下君と連絡をとり、診断書を添えて届け

     を提出する。                             ・・・承認

第5回  理事 役員会  議事録

澤田稔君
本日卓話です。よろしくお願いします。

中村徹君
左第４趾を骨折して、痛い毎日を過ごしています。明日の地区大
会欠席で申し訳ありません。

中山和雄君
忘年ゴルフの参加、よろしくお願いします。今日は打ち合わせの
ため早退させていただきます。澤田さん、大房さん、申し訳ありま
せん。

望月保延君
１０月２９日（月）太平洋クラブ御殿場コースに於いて、レクサス・
オーナーズコンペが開催されました。
ダブルボギーを４個打ったんですが、すべて隠しホールにはまり、
ＯＵＴ４１、ＩＮ４１、８２回で優勝してしまいました。感じたこ
とがあります。商品のことですが、トヨタらしいなぁーと、お金は
かかっているが今一商品にセンスがないと。最後に名物ホールの
１８ロングホール、３ｍくらいの下りのバーディパットが残りま
した。しっかり打ち過ぎ、フォーパットのダブルボギーでした。

山上光喜君
末娘の七五三で明日三島大社にお参りしてきます。西原さん、息
子たちの洋服を貸していただきありがとうございます。小６、小４、
小１の子どもたちが中学校に入学する時もお世話になります。

山口辰哉君
知らぬ間に会社創立２１周年を迎えていました。先週のことです。

月末支払いが心配で忘れていました。

山梨一正君
明日、息子が結婚いたします。私は二人のサポーターになること
を宣言してスマイルいたします。

山本章君
所用のため、早退させていただきます。よろしくお願いします。

渡邊昭芳君
しばらくぶりの例会出席です。今日も早退いたします。澤田さん、

大房さん、申し訳ありません。　　　　

土屋巧君広報委員会

池田 龍司君（伊豆中央クラブ）

ゲスト・ビジター

ようこそ
南クラブへ



　これからの時代というか今の時代を反映して「ボランテ

ィア」という言葉が声高に叫ばれているような気がします。

そして、ようやく「ボランティア」が身近な言葉になってき

ました。

　「ボランティア」、この言葉から私は、これからの未来の力

強いエネルギーを感じます。（定年後）時代の要請から、これ

から先「ボランティア活動」は活発な活動になっていくと思

われます。そこで、障害者と聞けば、ボランティアの対象と

して捉えられがちですが、私は「障害者ボランティア」の可

能性について、自分の体験を交えながら接していきたいと

思います。

　この「障害」という言葉には、二通りの意味を感じます。一

つは障害者の障害を持っているがゆえに生じる障害です。

そして、もう一つは健常者が障害者と接するときに生じる

障害です。前者は主に社会的不利のことを指し、後者は障害

者と健常者の意識のギャップのことです。

　「共に歩む」、障害者も健常者もそれぞれ感じるいろいろ

な意味での「障害」を克服し、一緒に生きていく、共に歩んで

いくんだ、という思いでいっぱいです。

ポリオ撲滅運動はロータリーの大きな活動のひとつで、世

界から無くなる日がまじかになりました。

われわれの究極の目的は世界の親善と平和です。」

《放送実施予定局》

静岡県、山梨県コミュニティエフエム放送局

シティエフエム静岡、エフエムしみず、みしま・かんなみ放送、

エフエムぬまづ、エフエム伊東、エフエム熱海湯河原、富士

コミュニティエフエム放送、エフエム甲府、エフエム八ヶ岳、

浜松エフエム放送　　以上１０局

次年度の理事・役員選出について。

　内部規定第２条の１に従って、指名委員会を結成させて

いただきます。本年度は内部規定と異なる組織になってい

ますので、規定の主旨に沿った形で決めさせていただきま

した。　指名委員会メンバーは、全パスト会長、本年度会長・

幹事・副会長・副幹事、そして次々年度、次々々年度、次々々々

年度会長候補者の１３名といたしました。

メンバー：中村、澤田、兼子、片野、田中、野中、保坂、古屋、西原、

大房、鈴木、山梨、渡邊（順不同・敬称略）

　以上のメンバーにより、１２月７日の第１例会に発表す

る次々年度の会長の選出をお願いするとともに、大房副会

長には規定に定められた理事・役員の選任をも合わせてお

願いいたします。

また、委員長を大房副会長にお願いいたします。

 ボランティア（奉仕）には、個人的な奉仕、企業での奉仕、ま
たは団体で行う奉仕活動等多様な方法があります。基本は

無償の奉仕であり、奉仕の喜びを持てることが大事です。地

域社会変の奉仕、文化、芸術、スポーツを通しての奉仕、国際

奉仕。

 私の場合の一例では、沼津市の大中寺で全国的に俳句を募
集して、俳句の発展のために梅花賞を設定、俳句文化を高め

るために活動をしています。住職からそのためのスポンサ

ーになるよう依頼され、日本の伝統的な俳句文化の発展を

推し進めるために個人的に援助させていただきました。

 国際奉仕の例では、私の母校で、学校が少ないネパールに
学校を造り、恵まれない子ども達が思い切り勉強ができる

ように学校建設をするとのことなので、お金の話で失礼で

すが１００万円ほど寄付させていただきました。

 私が会長を務めております団体では、１５年間以上交通遺
児が学校に行けるよう、日本の宝でもあり、悲しみを持った

子供たちが希望と夢を持てるように奨学金を贈り続けてま

いりました。その総額は約１５００万円にもなると思います。

これが地域社会への団体での奉仕でした。

　無償の愛が一番大事です。超我の奉仕です。

 ロータリアンの皆様が各種奉仕活動をされていると思わ
れますので、ともに人々の幸せのために慈愛を広げて、世界

に貢献していきましょう。


